
技術・家庭科学習指導案（技術分野）

日 時 平成２９年１０月２７日（金）

授業者 大仙市立大曲中学校

教諭 佐々木 吉彦

対 象 第２学年６組 ３３名

会 場 大仙市立大曲中学校

１ 題材名 大曲中みのりフェア～よりよい作物を育てよう～

２ 題材の目標

よりよい品質の作物の収穫をめざした生物育成を通して，生物育成に関する基礎的・基本的な知識及

び技術を習得させるとともに，生物育成に関する技術が社会や環境に果たす役割と影響について理解を

深め，それらを適切に評価し活用する能力と態度を育成する。

３ 生徒と題材

(1) 生徒の実態

本校生徒の住む大仙市は，県内有数の平野が広がっており，面積の２３％が田畑である。そのうちの

９０％が水田で稲作を行っている。しかし，本校学区は大仙市の中心部に位置しており，生徒の家庭に

おいて農業を営んでいる割合は１０％程度である。そのため，農作業経験の豊富な生徒の割合は周辺の

中学校と比較すると少ない。

授業実施クラスの２年６組は男子１８名，女子１５名，計３３名の学級である。男女共に前向きに授

業に取り組み，発言も活発である。秋田県技術・家庭科学習状況調査の結果によると，「自分で野菜や

花などの作物を育ててみたい」と思っている生徒が１９名（５７％）と比較的多く，栽培に関する関心

・意欲が高いことが分かる。

小学校の理科や生活科の学習では，トマトやスイカ，ヘチマ，ナスなどの栽培活動を行ってきており，

中には稲の栽培を経験している生徒もいる。その際に行った管理作業は，苗の定植，収穫であった。整

地や施肥などの育成環境を管理する経験はほとんどなく，自分で栽培計画を立てて育成管理を行ったこ

とのある生徒はいなかった。

(2) 題材について

本校の技術・家庭科，技術分野では１年生で「Ａ 材料と加工に関する技術」を学び，身の回りや家

庭生活における技術の活用をテーマに学習を行っている。２年生では家庭から範囲を広げ，地域社会や

将来の社会生活における技術の活用をテーマとし，秋田県の主産業である農業と大きく関わる「Ｃ 生

物育成に関する技術」を扱うこととした。

秋田県では１４０年前から，農作物の品質を向上させ，生産品にその技術を還元するための品評会，

「秋田県種苗交換会」が毎年行われており，作物の種類に応じた品質の基準が設けられ，審査されてい

る。また，大仙市でも農作物を展示する「大仙市みのりフェア」が実施され，収穫祭として地域を盛り

上げている。本題材では「大仙市みのりフェア」をモデルとし，地元ＪＡや農家などの協力を得ながら，

大根を栽培し，本校の学習発表の場である学校祭において，栽培した作物を展示し，地域の方々にでき

ばえを審査していただく学習活動を設定する。

また，基礎的・基本的な知識及び技術の定着とその活用を重視するために，題材計画を「つかむ」，「知

る」，「使う」，「創る」の４つの段階で構成することとした。そして，題材を貫くテーマを「大曲中みの

りフェア～よりよい作物育成とは～」と設定する。

「つかむ」段階では生徒の住む地域との関わりを重視して，大仙市農業振興課の職員をゲストティー

チャーに招き，大仙市の農業の実態について話をしてもらう。この段階では，作物を育てる技術につい

ての関心を高めたいと考えている。



「知る」段階では副実習題材として，ハツカダイコンとバジルの栽培を行う。発芽適温や利用部位の

異なる２種の作物を同時に育てていく中で，作物の特徴や規則性，土や肥料の性質，播種，鉢がえ，摘

心，施肥等の管理作業など，生物育成に係る基礎的・基本的な知識や技術を体験しながら習得させる。

「使う」段階では学校祭での展示に向けて大根を栽培し，本校の栽培環境の中で，社会面，経済面，

環境面の３つの側面に配慮した栽培計画を立案する。また，その栽培計画をお互いにアドバイスし合う

ことを通して，自らの考えを広げ，深める学び合いをする。さらに自分の計画に沿って，管理作業を行

うことにより，自分が活用した技術を再評価し，見付けた問題を解決する力を育成する。また，学校祭

において，栽培した大根の評価を受けた後に，振り返ることで，自分が立案した栽培計画や，管理作業

が適切であったかを考える場とする。

「創る」段階では秋田県種苗交換会がよりよい品質の作物の育成を目指すことにより，地域農業の生

産性の向上に貢献したことを踏まえ，自分の実践を社会面，環境面，経済面の３つの側面について比較

検討した上で，生産者，消費者それぞれの立場から栽培計画を振り返る。この学習を基に秋田県の固有

の風土の中で，運用されている栽培技術に気付き，地域農業の今後の発展について考える事で，持続可

能な社会の構築のために生物育成に関する技術を適切に評価し活用する能力と態度を育成することがで

きると考える。

(3) 指導に当たって

本時においては，これまでの栽培実践を振り返り，社会的，環境的，経済的側面から比較検討するこ

とにより，よりよい生物育成について，適切な解決策を考える授業を展開する。学習過程の「気付く」

過程においては，これまでの大根栽培の結果を振り返り，よりよい生物育成のための課題について気付

かせる。収穫した大根と市販品や家庭菜園の大根を比較させることにより課題意識をもたせたい。「考

える・共有する」過程においては，それぞれが選択した栽培方法や管理技術の選択がどのような理由に

よるものかを明らかにさせ，社会面，環境面，経済面の３つの側面を考慮しながら，よりよい生物育成

について話合いを進めさせることで，自分の考えを広げたり，深めたりできるようにする。「まとめる

・活かす」の過程では，よりよい生物育成について自分の考えを再確認し，栽培計画の見直しをさせる。

「考える・共有する」過程での思考を踏まえ，生産者だけでなく，消費者の立場からも考えさせること

により，課題に対する適切な解決策を見いださせる。

４ 題材の評価規準

生活や技術への 生活を工夫し 生活の技能 生活や技術につい

関心・意欲・態度 創造する能力 ての知識・理解

生物育成に関する技術に関 目的や条件に応じて栽培計 計画に基づき，適切な管 生物を取り巻く生育環境が

わる倫理観を身に付け，生 画を立て，観察を通して生 理作業を行うことができ 生物に及ぼす影響や，生物

物育成に関する技術を適切 物の成長の変化を捉え，適 る。 の育成に適する条件及び育

に評価し活用しようとして 切に対応を工夫するととも 成環境を管理する方法等に

いる。 に，生物育成に関する技術 ついての知識を身に付け，

を適切に評価し活用してい 生物育成に関する技術と社

る。 会や環境との関わりについ

て理解している。



５ 指導と評価の計画（１６時間）

段 時 ○ねらい 評価規準・評価方法

・学習活動 生活や技術への 生活を工夫し 生活の技能 生活や技術につい

階 数 関心・意欲・態度 創造する能力 ての知識・理解

つ 1 ○生物を育てるための技 ○生物を育てるた

か 術について関心を深め めの技術につい

む る。 て関心をもち，

・生物育成に関する技術 主体的に学習に

で学ぶこと 取り組もうとし

・テーマの設定 ている。

・生物を育てる技術 （活動の観察，学

習シート）

知 2 ○作物を育てるための技 ○作物の環境を整

る 術を知る。 える技術や作物

・作物の環境を整える技 の成長を管理す

術 る技術を指摘で

・作物の成長を管理する きる。

技術 （評価テスト）

3 ○栽培に適した土の条件 ○作物の成長に適

や施肥について知る。 した土の性質を

・栽培に適した土壌の性 指摘できる。

質 ○肥料の三要素と

・肥料の三要素と施肥 与え方を指摘で

きる。

（学習シート）

4 ○バジル・ハツカダイコ ○バジル・ハツカ

～

ンの成長に合わせて， ダイコンの生育

6 適切な管理作業ができ 状況を観察しな

る。 がら用具を用い

・適切な管理作業・移植 て管理作業がで

・播種，定植，誘引，か きる。

ん水，施肥，摘芽，摘 （実習状況の観

心，消毒，収穫，管理 察，記録表）



段 時 ○ねらい 評価規準・評価方法

・学習活動 生活や技術への 生活を工夫し 生活の技能 生活や技術につい

階 数 関心・意欲・態度 創造する能力 ての知識・理解

使 7 ○大根を育てる目的を考 ○大根の育成に必

う え，栽培計画を具体的 要な条件を明確

に作成できる。 にし，成長に適

・栽培暦 した管理作業な

・大根を育てる目的 どを決定してい

・大根の特徴や栽培条件 る。

・育成の計画 （学習シート，栽

培計画表）

8 ○大根を育てる目的を実 ○社会からの要求

現するための栽培計画 や安全性，環境

を検討し，まとめるこ 負荷，経済性な

とができる。 どから品種，資

・栽培計画を見直す視点 材，育成期間な

・栽培計画の検討 どを比較検討し

・社会からの要求，安全 て栽培計画を具

性や環境負荷，経済性 体化できる。

と育成技術 （学習シート，

栽培計画表）

9 ○大根の成長に合わせて ○大根の成長の変 ○育成計画と大

～

適切な管理作業を行 化をとらえ，状 根の成長の状況

13 う。 況に応じて適切 を見ながら，適

・播種 に対応を工夫・ 切な資材や用具

・移植・定植 改善している。 を用いて合理的

・誘引・かん水 （実習状況の観 な管理作業がで

・施肥・消毒 察，記録表） きる。

・収穫 （実習状況の観

・収穫後の管理 察，記録表）



段 時 ○ねらい 評価規準・評価方法

・学習活動 生活や技術への 生活を工夫し 生活の技能 生活や技術につい

階 数 関心・意欲・態度 創造する能力 ての知識・理解

創 14 ○管理作業の経験，みの ○作物の育成につ

る

～

りフェアでの品評， いての課題を進

16 収穫した作物から， んで見付け，社

（

栽培計画について振 会的・環境的・

本 り返り，よりよい生 経済的側面から

時 物育成についての自 比較・検討しよ

15 分の考えをもつこと うとしている。

）

ができる。 （学習シート）

○対話を通して，栽培実 ○よりよい生物育

践を社会的，環境的， 成についての考

経済的側面から比較検 えを深め，課題

討することにより，よ に対する適切な

りよい生物育成につい 解決策を見いだ

ての考えを深め，適切 している。

な解決策を見いだすこ （学習シート）

とができる。

・市販の大根と栽培した

大根との違い

・経済との関わり

・社会との関わり

○地域農業の振興及び持 ○生物育成に関す

続可能な社会の実現に る技術のよさや

向けて，生物育成に関 課題を進んで見

する技術を適切に評価 付け，社会的，

し活用することができ 環境的，経済的

る。 側面などから比

較・検討し，評

価するとともに，

生物育成に関す

る技術を適切に

活用しようとし

ている。

（学習シート）



６ 本時の計画（１５／１６）

(1) ねらい
対話を通して，栽培実践を社会的，環境的，経済的側面から比較検討することにより，よりよい生

物育成についての考えを深め，適切な解決策を見いだすことができる。
【生活を工夫し創造する能力】

(2) 指導過程

過 程 主な学習活動と予想される生徒の反応 教師の指導・支援と評価

気 １ 前時までの学習内容を確認する。
付 ○栽培する上で，考慮したことは何か。 ○限られた環境の中で，よりよい品質の大根の収穫
く ・安全面から農薬を使わなかった。 を目指してきたことを確認する。

・経済面から資材のコストを考えた。 ○これまでの管理作業を振り返ることができるよう
○どんな大根が収穫できたか。 に写真を提示する。
・見た目が良く，販売品と同じである。 ○市販品や家庭菜園などの大根を紹介し、様々な工
・見た目が悪く，やせ細っている。 夫があることを示唆する。

２ 本時の学習課題を確認する。 ○生徒の言葉を取り上げて課題を確認する。

自分にとってよりよい生物育成とは何だろうか
考
え ３ 各自が実践した大根の栽培について振 個別
る り返り，改善点を考える。 ○前時までの学習シートを活用することを指示する。
・ ○対話を通して，よりよい生物育成につ ○司会の生徒を集めて，グループ協議の進め方につ
共 いての考えを深める。 いて確認する。
有 ・無農薬だったが，農薬を使って見た目 グループ
す のよい大根を作るべきだと思った。 ○社会面，環境面，経済面の３つの視点を示す。
る ・経済面から資材のコストを考えて，学 ○学習資料や自分の栽培実践の振り返りから，改善

校畑で栽培したが除草が大変だった。 点を見付け出すよう促す。
・環境面から化学肥料を使わなかったが ○管理作業の話合いに偏らないよう留意する。
やせ細った大根になってしまった。 全体

・虫に少し食害されてしまったが，無農 ○各グループの話合いから，自分が気付いたこと，
薬なので安心できる大根になった。 考えたことについて，発表させる。

ま ４ よりよい生物育成について，自分の考 ○３つの側面や管理作業について確認したいときは
と えを再確認する。 これまでの学習プリントや掲示物を参考にするよ
め ・環境面をもっと考えるべきだった。 うに助言する。
る ・経済面での工夫が足りない。
・
活 ５ 栽培計画の見直しをする。 ○３つの側面のうち、各個人が重視したい側面によ
か ・リサイクルした袋を使う。 って，計画が異なることを示唆する。
す ・置く場所を工夫し，ネットを活用する。○他者の実践や話し合いで出された栽培方法の改善

点を参考に修正するよう助言する。
６ 計画を見直した（見直さなかった）理 ○重視した側面と，判断した根拠を明らかにして発
由を発表する。 表するよう確認する。
・無農薬が一番と考えていたが，収穫し
た大根の様子から，農薬を適切に使用 ○よりよい生物育成についての考えを深め，課題
する必要を感じた。使用量を少なくし に対する適切な解決策を見いだしている。
て農薬を使う計画に変更した。 【生活を工夫し創造する能力】

・無農薬だったが，ネットを使って防虫 （学習シート，発表）
対策をしたため，食害が少なく環境に
優しい栽培ができた。計画は変更しな
いが，大規模に栽培するとすればコス
ト面で課題があると感じた。

７ 本時の学習の振り返りを行う。 ○課題と整合性のある視点を与えた振り返りをさせ
学んだことを自覚できるようにする。

８ 次時の課題を確認をする。


